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OFFICE MANAGER - JOB DESCRIPTION 

   

About Shift Energy Japan, KK (SEJ) 
SEJ’s mission is to shape the future of the energy industry in Japan, with a main focus on post Feed-in-Tariff 

and self-consumption solar. We are a dynamic team that pulls from all areas of expertise across business, arts 

and sciences. Our company nurtures deep relationships across all aspects of the solar sector in Japan.  

 

SEJ creates value for: Energy end customers, channel partners (installers of solar), financiers, suppliers of solar 

systems and solar development teams.  

 

Our primary focus is relationships. Our company succeeds based on how we maintain, nurture and cultivate 

our relationships both internally and externally. Our teammates and our company are Passionate, Relationship 

focused, Innovative, Committed, Edgy, United and Professional. 

 

Overview 
We are looking for energetic, intellectual, curious and ambitious people to join our team as in the role of Office 

Manager to support company operations by maintaining office activities and supervising staff. If you are 

looking to make an impact, are passionate about energy and have strong quantitative and communication 

skills, we would love to talk to you! Following extensive training program, the candidate will take leadership a 

leadership role in supervising an office of professionals. The candidate should face new challenges with 

positive energy and a results-oriented attitude, be able to push projects to completion with little-to-no 

management oversight and communicate clearly with teammates. 

 

Main responsibilities 
▪ Maintain office service by organizing office operations and procedures 

▪ Organize and schedule meeting and appointments 

▪ Partner with HR to maintain office policies as necessary 

▪ Coordinate with IT department on all office equipment  

▪ Designing filing system 

▪ Completes operational requirements by scheduling and assigning employees; following up on work 

results  

▪ Manage a small office budget of office supplies and office necessities  

▪ Maintain and track office assets  

▪ Manage company vehicle with prompt maintenance and insurance 

▪ Budget management of the Enabling Functions team  

▪ Oversee the Recruitment of new staff for entire company 

▪ Promote staff development and training 

▪ Human resource execution  

▪ Coordinating/ hiring IT support desk  

▪ Manage workplace  health and safety  

▪ Ensure the efficient productivity of the office 
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▪ Establish team atmosphere through leadership and employee development 

 

Key skills 
▪ Proven office management, administrative or assistant experience 
▪ Excellent time management skills and ability to multi-task and prioritize work  
▪ Attention to detail and problem solving skills 
▪ Work delegation 
▪ Inventory control  
▪ Budget tracking  
▪ Experience facing challenges with both failures and successes 
▪ MS Office with a focus on PowerPoint and Excel 
▪ Strong English and Japanese language skills (spoken and written) 
▪ Strong organizational skills 
 

Opportunities for a successful candidate 
▪ Based in Japan, you will be able to experience an enjoyable, dynamic, global working environment 

with teammates from different backgrounds, and overcome challenges you have never experienced  
▪ You will learn about electricity, power and energy: Essentials for our life. With this knowledge you 

can become an expert on energy in Japan 
▪ You will learn the importance of communication skills, specifically setting goals for interactions and 

tailoring messages to achieve goals 
▪ You will learn the importance of learning from being wrong and its value in your life 
▪ If you dedicate yourself, you will have opportunity to be on an exponential learning curve which will 

grow your skills on a personal and professional level in ways you never imagined 
▪ You will be able to work closely with teammates and experienced managers in this industry 
▪ You will learn how to prioritize tasks and your time 
▪ You will be able to observe how skilled professionals act and react, from which you can learn what 

you never could in school 

 

Compensation structure 
▪ Competitive with market  
▪ Based on experience 
▪ Aligned with performance 
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シフトエナジージャパン株式会社（SEJ）について 

 

SEJ の使命は、固定買取価格制度と自己消費型ソーラーを中心に、日本のエネルギー産業の

将来を形作ることです。私たちは、ビジネス、芸術、科学を問わず、あらゆる分野の専門知

識を活かしたダイナミックなチームであり、また日本のソーラーセクターのあらゆる面で深

い関係を育んでいます。 

 

SEJ は、エンドユーザー、施工業者、投資家、ソーラーシステムのサプライヤー、ソーラー

開発チームの相互の価値を創造します。 

 

個々の関係性を重視しており、当社の成功は、いかに社内外の会社や関わる人との関係性を

育み維持、発展させるに基づいています。私たちの会社は、熱意に満ちた関係を重視した、

革新的で創造的冒険的な結びつきを大切にするプロフェッショナルなチームです。 

 

概要 

 

私たちは、社内での多々の業務そしてスタッフのサポートを通して会社全体が円滑に進む統

括するスキルのあるオフィスマネージャーを募集しています。業務的スキルの他にエネルギ

ーに満ち、知的で、物事に興味を深く持つ、情熱的な人が私たちのチームに加わる事を求め

ています。 

影響力があり、エネルギッシュで情熱があり、コミュニケーション能力があると思うのな

ら、私たちはあなたとお話をしできればと思います！ 

入社後の社内トレイニングを経て、オフィスを統括する上でプロフェッショナルなリーダシ

ップを発揮し、オフィスマネージャーとしての役割を果たすでしょう。候補者は、結果を重

視したポジティブな物事のとらえ方でプロジェクトを統括し、チームメートと明確にコミュ

ニケーションをとることができます。 
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主な業務内容 

 

▪ オフィスの運営および各種処理業務を行い社内を円滑に維持 

▪ 会議および予定の整理とスケジュール 

▪ 人事担当と提携し、必要に応じたオフィスポリシーの維持 

▪ すべての事務機器について IT 部門との調整 

▪ ファイリングのシステム化を担う 

▪ スタッフのスケジューリングと割り当てによって業務案件のフォローをし、取りま

とめを行う 

▪ オフィス用品やオフィス用品の小規模予算の管理 

▪ オフィス資産の管理 

▪ 社用車の保守、保険等の管理 

 

必要となるスキル 

 

▪ オフィス管理の実務経験、部門管理またはアシスタントの実績経験 

▪ 時間管理スキルとマルチタスク能力及び仕事の優先順位付けのスキル 

▪ 細部への注意と問題解決能力 

▪ 作業委任の能力 

▪ 在庫管理 

▪ 予算管理 

▪ 失敗と成功の両方の課題に対する経験 

▪ パワーポイントとエクセルを中心としたパソコン操作スキル 

▪ 英語と日本語のスキル（スピーキングと筆記能力） 

▪ 組織構築スキル 

▪ 入社予定者のための均等機会の調整能力 
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入社後に得られる有益な経験 

 

日本を拠点として、さまざまなバックグラウンドを持つチームメイトと楽しくダイナミック

なグローバルな職場環境を体験し、経験したことのない挑戦を乗り越えることができます。 

電気、電力及びエネルギーについて学べます。この知識があれば、日本のエネルギーの専門

家になることができます。 

コミュニケーションスキルの重要性、具体的には相互関係構築やコミュニケーションを通し

て目標を達成する事ができます。 

あなたは間違いから学ぶことの重要性と、人生におけるその価値を学びます。 

あなたが自分の能力を試すなら、あなたは想像もできない方法であなたのスキルを個人的か

つ専門的なレベルで成長させる機会がここにあります。 

チームメイトやこの業界での経験豊富なマネージャーと緊密に連携して働くことができ、タ

スクの優先順位付けの方法や時間管理を体得できます。 

その道の専門家がどのように行動し反応するかを彼らから学ぶことができます。そこからあ

なたは学校で決して学ぶ事ができなかったことを知る事ができます。 

 

 報酬について 

 

市場における適切で競合に見合う額 

経験に基づいた額 

パフォーマンスに合わせ金額の相談可能 

雇用形態：正社員 

 

必須言語： 

 

英語及び日本語が堪能である事 

 


